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～夢をかたちに～

ごあいさつ
こんにちは。店長の中村です。
早いものでもう 2 月。そして春の足音が聞こえる様なそうでない様な…。
今年は消費税の増税が気になる 1 年になりそうです。既に行政から増税に関わる住宅
ポイントのお話も出てきています。リフォームのタイミングはご家庭により様々ですが
増税前の駆け込み需要が始まる前のご検討をおすすめいたします。春は LIXIL からも新
商品が目白押し！是非一度、ショールームへ足を運んでみてはいかがでしょうか？
２０１８年を象徴する漢字は「災」でしたが 皆さんにとっての漢字
は何ですか？２０１９年はどんな漢字にしたいですか？

スタッフの横顔

TOPICS タイルシールで簡単おしゃれインテリア
最近、100 円ショップでもおなじみになっている壁紙風のリメイクシート。
壁やカラーボックスに貼るなど、DIY も楽しめる人気アイテムです。さらに
おしゃれなアイテムとして注目されているのがタイルシール。タイルの模様
がプリントされたシールで、表面がぷくっとしているので表情豊かに仕上が
ります。例えばカラーボックス内部の正面に貼ったり 100 円ショップのトレ
イやフレームの写真などに貼ってアクセントウォー
ルとして楽しんだり、家具のガラス窓部分に貼って
もかわいいです。また棚などの縁などに貼ったり
シンプルな鏡のまわりに枠のように貼ってみるの
もいいですね！

TOPICS

2018 年は「繋」
色んな人達と出会い
繋がりが出来ました。

和紙畳ってどんなもの？

畳と言えばい草ですが、最近、和紙でつくられた和紙畳が注目されています。
い草畳は経年変化により、畳の目が毛羽立って来たり、変色したりしますが
和紙畳は耐久性に優れているので、変色しにくく、傷もつきにくいのが特長。
原材料が紙なので、素朴な風合いも楽しめる上に、カビが生えにくいのも魅
力です。和紙畳の中には、樹脂コーティングされ、撥水性に優れたものもあ
ります。お手入れはふだんは乾拭きもしくは水を固く絞っ
たタオルでふくだけで十分。飲み物などをこぼしたら２～
３分以内に乾いたタオルで拭くだけで OK。デメリットは
い草畳に比べて値段が高く、い草の香りが楽しめないこと
や硬いことです。新たな畳のスタイルとして注目です。
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施工管理

吉岡 建也

2019 年は「転」
転換していく。

プランナー

吹田店
2018 年の漢字は「充」
でした。沢山の出会いに
恵まれ、仕事では経験を
重ね、また自分の時間も
充実できた一年でした。
今年は継続の「継」を念
頭に置いて励んで参ります。

箕面中央店
2018 年は「棚」です。
11 月にお店に棚を付けたり
して少し模様替えしました。
2019 年は「噛」です。
食事を食べるのが早いので
健康の為によく噛んで食べ
る事にします。

箕面中央店
2018 年「早」
仕事もプライベートもあっ
という間に終わってしまい
虚しさを感じております。
2019 年「鍛」
体力づくりや弱い心に打ち
勝てるよう自身を奮い立た
せて頑張っていきたいです。
2018 年は「驚」
いろんな意味で驚きの多い
１年でした。
2019 年は「見」
初心に返って、物事を見つ
め直す 1 年にしたいと思い
ます。

吹田店

桜井 淳

2018 年は「忙」
という感じでした。
大阪北部地震、台風２１号という
災害が発生し、まだブルーシート
のまま待っていただいている現場
があり心苦しい状態です。
2019 年は「穏」という感じのよ
うに平穏に過ごしたいと思います。

プランナー

川口 将平

箕面中央店

吹田店
2018 年は、
「旅」でした。それは
印象的な旅がたくさんあったから
です。
弾丸南米旅行だったり、母方の親
戚と行く東北お墓参りの旅だった
コーディネーター り、友人の結婚おめでとうサプラ
永田 智美
イズ旅だったり・・・。
2019 年は、
「考」にしたいです。
環境や立場が変わっていく中で
いろんなことを考えて考えて考え
て人として成長できる一年になれ
ばいいなぁと思います。

吹田店

箕面中央店

プランナー

末政 和貴

2018 年の漢字は「安」です。
安室奈美恵さんの引退の年でした。
1 年間、今までで一番安室ちゃん
の曲を聞きました。
ショップスタッフ

今里 英世

2018 年「瞬」
今年も瞬く間に過ぎて
時間が過ぎるのが早いです。
2019 年「挑」
来年は時間を大切にして何かに
チャレンジできればと思います。

吹田店
くずは店

2019 年の漢字は挑戦の「挑」で
す。何に挑戦するかは秘密ですが
全力で頑張ります！！

吹田店

プランナー

2018 年の漢字は「笑」でした。
毎月何かイベント事がありよく笑
い楽しくあっという間の１年でし
た。
2019 年の漢字は「楽」です。
ショップスタッフ 旅行の「旅」預金するの「預」
的場 真利子 チャレンジの「挑」出会いの「逢」
等 色々あるのですが全てをひっく
るめて楽しんでいけたらな
そして少し楽（らく）したいな
と思いを込めて・・・
「楽」

2018 年の一文字は「別」です。
6 年間飼っていたフェレットのハロ
が老衰で亡くなりました。私にとっ
て一番大きな出来事でした。
2019 年の一文字は「旅」です。
新しいバイクを購入したので今まで
以上にあっちこっちにツーリングに
行きたいと思います。

中村 拓

くずは店

2018 年は「鮮」です。
転勤・部署異動があり、東京から
くずは店へ配属されました。
生活・仕事内容もがらりと変わり
体験することが新しいことばかり
で日頃、見ているものが鮮やかに
感じました。
2019 年は「結」と表せるように
したいです。正しい行いが実を結
んで良い結果が出せる 1 年にした
いです。

たるの店
山麓苑
( 岸和田市 ) です
2018
年の漢字は「過」
かね。夏でも涼しいので秋の夜は
色々と自然災害があり、対応に
寒いと思いますが、樽の中で完全
バタバタとしておりあっという
個室でゆっくりゆったりジンギス
間に時間が過ぎたの「過」です。
カンとおいしい野菜を食べれるの
2019 年の漢字は「地」
でお勧めです。犬鳴や神通温泉と
今年はもっと地に足をつけてしっ
副店長
かりとしたご提案・工事を心がけ
里中 憲一 合せていかが？ただし車です笑
たく思っております。

くずは店

店長

中村 剛

2018 年を象徴する漢字は →「速」
字の如くあっという間でした。
2019 年はどんな漢字にしたいですか？ →「初」
年号も変わり、心機一転、新鮮な気持ちで初心に
かえり頑張りたいです。

リフォーム施工例
暮らしのメモ

中村 拓

玄関ドア・フェンス

ば書状でしたが、今は伝える手段もさまざま。時

交わす機会も増えるでしょう。旧来、便りといえ

の挨拶、お世話になった方へのお礼など、便りを

年末年始は旧交を温める季節でもあります。季節

ナーとしてはＮＧです。

くと便利です。絵文字は顔文字の多用は大人のマ

成して。挨拶文は定型のものをいくつか控えてお

け簡潔に。挨拶（名乗り）
、用件、結びの言葉で構

や常識も知っておきましょう。メールはできるだ

ションも当たり前になりました。基本的なマナー

言葉。これは日本に古くからある固有語のこと。

気持ちを伝えるためぜひつかってほしいのが大和

葉で気持ちを伝えましょう。

ますが、大切なのは相手を思いやる心。素敵な言

時代に合わせて言葉もそれを伝える手段も変化し

電子化の時代、メールやＳＮＳでのコミュニケー

りげなくちりばめると好印象に。

わらかく優しい印象の言葉が多く、文章の中にさ

漢語や外来語と区別してこうよばれています。や

るのはやめましょう。

ベートな話題に触れたり、写真を許可なく公開す

また、
ＳＮＳでは個人情報の扱いに注意を。プライ

と手段に応じた言葉の使い方やマナーなど、洗練

Before

された大人の作法を身につけましょう。

今も昔も変わらず、便りは人と人
とのつながりを深め、暮らしを豊
かにしてくれるもの。この機会に
「言葉のコミュニケーション」を
見直してみませんか。
」

シャワートイレの故障をきっかけに思い切っ お客様のコメント
てトイレと内装のリフォームをしました。
キレイになって
商品はアメージュ Z、コフレルスリムを採用
良かったです。
し、腰痛をお持ちでしたので、手すりとカウ
娘も驚いて喜ん
ンターを設置しました。内装のコンセプトは
でいます。
【百貨店のトイレ】です。お客様にショールー
ムへ何度も足を運んで頂いたり、色々なサン
プルを取り寄せてこだわり抜いて決めました。トイレ正面にアクセ
ンクロスを貼り、おしゃれでキレイな空間へと生まれ変わりました。

Comments by

After

トイレ

Before

After

里中 憲一

Comments by
既存フェンスを延長させて頂
き、お庭が統一感ある装いに
なりました。
玄関ドアもリシェント玄関ド
アのカラー：アンティーク
オークを選んで頂き落ち着い
た雰囲気となり、採風タイプ
で風通しもよくなりました。

